人間知性のなす認識に個人差が
生じるのはなぜか

中
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( 1)

トマスは『命題論註解』において「魂の受動はものの類似であり万人において同
ーである」と述べている。任意のある「ものJ res から魂が受けとる「魂の受動J
pa ssio a nima巴 はそのものの「類似J simi1 itudo であり， 誰においても同一である
とトマスは言うのである。 しかしそれにもかかわらずそのものについて我々のなす
認識に個人差があるということは明らかである。 ではものから魂が受けとる受動は
そのものの類似であり万人において同一でありながらそのものについて我々のなす
認識に個人差が生じるのはなぜであろうか。 以下においては認識が持っている構造
の側面と認識者における諸条件の側面からこの問題についてトマスに即して考察し
てみたい。

I
1.

ではまず先の引用箇所でものの類似であり万人において同一であるど言われて

いる魂の受動とは何であろうか。 それは「知性の懐念J c onc e pt io intellec tus のこ
(2)

とであると思われる。 というのは『命題論註解』の先の引用箇所のすぐ近くで「魂
(3)

の受動とはここでは知性の懐念のことである」とトマスは言っているからである。
では知性の懐念とは何であろうか。 知性の懐念とは知性認識するという現実活動の
(4)

結果である。 それ故知性の懐念とは何であるのかという問題につ い て 考え るため
に， 次に我々においては知性認識するという現実活動はどのようにして生じるのか
という問題について考えてみよう。
トマスによれば我々は「感覚J sensus と「想像J ima gina t io によって個物を把
握し， そしてそのようにして把握されたものを媒介として知性によってその個物を
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知性認識するという。 では感覚はどのようにして個物を把握するのであろうか。
感覚は c ommunic a tio c orporis なしにはその固有のはたらぎを持た ない。 それ
故感覚するということは魂だけの活動ではなく魂と身体との結合体の活動である。
それ故魂の外にあるところの可感的なものが結合体へとあるものを原因するという
ことは不都合ではないから， 感覚することができる部分のはたらきは可感的なもの
(6 )

の感覚への「印象づけJ i mpressio によって原因される。 従って感覚は可感的なも
のである個物が感覚に印象づけるとL、う仕方で個物を把握するのである。
ところでそのようにして生じた「現実態に従つての感 覚」に よって「表 象 力」
(7)

pha nta stic a potentia つまり「想像力J ima gina tiva potenti a においである種の運
(8)

動が原因される。 それが「表象J pha ntasia である。 そして想像力はこの表象をも
とにしてさらに複合し分割することによって個的なものの似像， つまり「表象像」
(9)

pha nta sma を形づくる。しかし表象像のつくられ方にはもう一つある。感覚からの
情報が現存していなくても記憶力の内に保存されている記憶をもとにして想像力が
(10)

複合し分割することによって表象像を形づくることがあるからである。
では知性はそのような仕方で形づくられるところの「個的なものの類似たる表象
(11)

像」をどのようにして必要とするのであろうか。 それは知性認識のための素材とし
(12)

てである。 実際， 知性は c ommunic a tioc orporisなしにはたらきを持つ。 しかるに
表象像は個的なものの類似であり身体器宮において存在しているので人間知性が持
っているのと同ーの存在様態を持っていない。 それ故表象像は可感的なものが感覚
に印象づけるというような仕方で自らの力によって知性に印象づけるということを
(13)

なし得ないからである。 従って知性に受動的なはたらきしか認めないならば知性認
識は生じ得ないことになろう。
では知性において能動的なはたらきをなすのは何か。 それは「能 動 知 性J i ntel・
lec tus a gens である。そしてこの能動知性が表象像へと向き表象像において抽象す
るということから能動知性の力によって「可能知性J intellec tus possibilis におい
てもののある種の類似， つまり種の本性に関するかぎりにおいてものの類似である
(14)

ところの「可知 的形象J spec ies i ntelligib ilis が映るのである。 そして知性はこの
ようにして得られた可知的形象によって形づくられるとさらにそのものの何性やそ
(15)

のものについての判断を形づくりうるようになり， そのものを知性認識しうるよう

16
4
になるのである。 このようにして知性認識するという現実活動は我々において生じ
ると思われる。
それ故知性認識するという現実活動の結果たる知性の懐念とは何性の懐念と判断
(16)

の懐念のことであろう。 ではものの類似であり万人において同一であると言われる
ところの知性の懐念とはどちらのことであろうか。 それは何性の懐念ではないだろ
うか。 実際， ものの類似であり万人において同一であると言われる知性の懐念は万
人において同一であると言われるからには万人に誤ることなく懐念されねばならな
い。 しかし我々の知性はものの何であるかに関しては決して欺かれないが， ものに
(17)

ついて判断することにおいてはしばしば欺かれると言われるからである。
ではものの類似であるところの魂の受動つまり何性の懐念は万人において同一で
ありながらそのものについて我々のなす認識に個人差が生じるの は な ぜ であろう
か。 それはそのものからそのものの何性の懐念を得るとしてもそれだけでは我々は
そのものを認識したことにはならないからである。 実際『真理論.lI q. ，1 a. 1 cにお
いて「認識は真理の結果であるJ cognitio est verita tis e ffe ct us と言われている。
しかるに真理とは真なる判断の結果生じる「概念J ra tio である。 それ故我々はも
のからそのものの何性の懐念を得るとしても， さらにそのものについて真なる判断
を形づくらなければそのものを認識したことにはならないのである。
しかし我々はものについて認識するためにはなぜそのものについて判断しなけれ
ばならないのであろうか。 我々は認識諸能力を通じてそのものの類似であり万人に
おいて同一であるところの何性の懐念を得ている。 しかもその何性の懐念は認識諸
能力が正常であるならば常にそのものの正しい類似であるはずである。 それ故我々
はそのものの何性の懐念を得る段階ですでにそのものを十分に認識しており， 従っ
てそこからさらに偽への危険をおかしてまでそのものについて判断するということ
など不要ではないかとも思えるので あ る。 実際， ["認識は真理の結果である」と言
われるが， 真理とは「ものと知性との 一致J con
fo rmita s rei et intelle ctus， ある
(18)

いは「ものと知性との対等J a da e qua tio rei et intelle ct us のことである。 しかる
に「一致J con formita s と言うからにはもののfo rma とそのものにつ いて知性が
形づくるfo rma つまり何性とが一致すると考える方 が も の の fo rma とそのも
について知性が形づくる判断とが一致すると考えるより自然的で は な い であろう
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か。 それ故知性がものからそのものの類似たる何性の懐念を得る段階ですでにもの
と知性との聞には真理， つまり「ものと知性との一致」とL寸概念が成立して知性
に認識が結果しているのであって， 知性はそこからさらにわざわざそのものについ
て判断などする必要はないと思われるのである。
この問題を解く鍵は「真理とはものと知性との対等である」と言われる時の「対
等」ということばにあると思われる。

r真理とはものと知性との対等である」と言

われるのであるから対等するのはものと知性と で あ ろう。 し か し「対 等する」
ada equareということは「等しくなるJ a equareということと同じではない。 それ
故同じものが同じものに対等されるのではなく， 異なるものどもに等しさが属して
(19)

いるのである。 従って知性とものとが対等するためには知性とものとは異なるもの
でなければならず， かつ知性とものとの間に等しさが気づかれねばならない。 知性
とものとが異なるものでなければならないというのは知性もある意味ではものであ
るため， 知性がものであるかぎりにおいては知性はものと異ならないとも言えるか
らであろう。 では知性がものと異なるものになり， かつ知性とものとの聞に等しさ
が気づかれるのはいつか。 それは知性が「魂の外にある も のJ res extra a nima m
が持っていないある固有のもの一ーしかもその固有のものと魂の外にあるものとの
間で対等が気づかれうる固有のものーーを持ちはじめる時である。 ではそのような
「知性に固有のもの」とは何であるのか。 トマスはそれは複合し分割する知性のな
(20)

す判断であると言う。 実際， ものどもの何性を形づくる知性の形づくる何性は魂の
外に存在しているものの類似にすぎず， それ故知性はあるものの何性を形づくると
してもその段階ではまだ本当の意味でそのものと異なる何かとなっていない。 しか
るに把握されたものについて知性が判断をはじめる時， 知性のその判断自身ものに
おいては見出されないところのある種の「知性に固有のもの」であるため， 知性は
本当の意味でそのものと異なる何かとなるのである。 それ故知性がものと対等する
のはやはり知性がそのものについて真なる判断をなす時である。 従って認識も知性
がものについて真なる判断をなす時はじめて知性に結果してくるのである。 ものの
類似であり万人において同一であるところの何性の懐念を我々はものから誤ること
なく受けとることができるのにさらにそのものについて判断しなけ れ ば な らない
のは， そうしないと我々はそのものを認識することができなし、からなのである。
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それ故魂の受動はものの類似であり万人において同一でありながらそのものにつ
いて我々のなす認識に個人差が出るのはなぜかという先の我々の疑問には一応次の
ように答えることができるであろう。 魂の受動はものの類似であり万人において同
ーであるということと我々がそのものについてなす認識に個人差が生じるというこ
ととは矛盾することではない。 我々はものの類似であり万人において同一である魂
の受動を得るとしてもその段階ではまだそのものを認識していなL、。 我々はそのも
のについて真なる判断を形づくる時はじめてそのものを認識するのである。 それ故
我々はあるものの類似であり万人において同一である魂の受動を持っているにもか
かわらずそのものについて異なる認識を持ちうるのである。
ここで「一応」と保留をつけたのは「もし一度の認識に問題を限定するならば」
という条件がつくからである。 しかし我々の知性はものについての一度の真なる判
断だけではそのものについての完全な認識を得ることができない。 我々の知性は最
初はものについての不明瞭な認識を得， しかる後にその不明瞭な認識を徐々に明瞭
にしていくのである。 それ故同ーのものについて我々の知性のなす認識に個人差が
生じることの原因がここにもあるように思われる。 それ故その原因を次にこの側面
からも考察していくことにしよう。
2.

(21)

我々の知性は可能態から現実態へと進んでし、く。 しかるに可能態から現実態へ

と進むところのものは完全な現実態に達するよりも先に可能態と現実態との中間で
あるところの完成されていない現実態へと達する。 ところで知性がそこへと達する
ところの完全な現実態とは完全な知識であり， それによってものは判明に限定的に
認識される。 他方， 知性がそこへと達するところの完成されていない現実態とは不
完全な知識であり， それによってものは判明にではなくある種の混乱のもとに知ら
(22)

れる。 というのはある意味では現実態において認識されある意味では可能態におい
て認識されるというようにして認識されるからである。 それ故我々の知性は最初か
らものについての判明な認識を得るわけではなし、。 我々の知性は最初はものについ
てのある種の混乱した認識を得， しかる後にそのものをだんだん判明に認識してい
くのである。 しかもものの認識における我々の知性の可能態から現実態へのこの進
行は無限に続き， 我々の知性は決して完全な現実態にたどりつくことはないであろ
う。 実際， 我々の知性によって第一義的に知性認識されるところのものとは可知的
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形象がそれの類似であるところの「ものJ res である。 しかるにトマスにおいては
(24)

ものとは個物のことである。 しかし我々の知性は個物をそれが個物であるかぎりに
(25)

おいては認識できず， 個物を普遍の次元において限定して認識できるのみである。
それ故我々の知性はL、かに努力しでもものを完全には認識できないからである。 し
かしなぜ我々の知性は個物をそれが個物であるかぎりにおいては認識できないのか
というとそれば次のような理由による。 実際， いかなるはたらきであればたらきは
ばたらぎの根源であるところの「能動者の形相」の条件に従わねばならないσしか
るに認識力がそれによって形づくられるところの「認識されたものの類似J は現実
態に従つての認識の根源である。それ故いかなる認識であれ認識者の内にある
「認識
されたものの類似」の様態に従つであるのでなければならなL、。 しかるに我々の内
にあるところの「認識されたものの類似」は質料と個体化の諸根源であるところの
(26)

質 料的諸条件とから分離されたものとして受けとられる。 それ故この理由により我
我の知性は感覚を通じであらかじめ認識されているところの個物をそれが個物であ
るかぎりにおいては認識できず， その個物を普遍の次元において認識できるのみと
(27)

なるのである。 かくしてそれ故たとえ同ーのものについて認識するとしてもそのも
のについての我々の経験の多少に応じ， つまりそのものの諸根源や諸要素を判明に
(28)

区分したりそのものの本質をとりかこんでいる諸固有性や諸付帯性や諸関係を知性
(29)

認識していくことに従つての真なる判断の積み重ね具合に応じて我々の聞にはその
ものについての認識において様々な個人差が生じてくるし， その個人差は無限に多
様にありうることにもなるのである。
従ってこのように見てくるならば， 魂の受動はものの類似であり万人において同
ーであるにもかかわらずそのものについて我々のなす認識に個人差が生じるのは我
我のなす認識が持っている構造に原因があると言えるのではないだろうか。 我々に
おいては感覚や想像力や記憶力のはたらきによって形づくられる表象像から知性が
可知的形象を抽象することによって知性認識ははじまる。 そしてそのようにして可
能知性において可知的形象が映ると「ものの何性を形づくる知性」はさらにそのも
のの何性を形づくりうるようになる。 しかしそのようにして形づくられた何性はそ
のものの類似であり万人において同一であるとしても我々の知性はその段階ではま
だそのものを認識していない。 我々の知性がそのものを認識するのは「複合し分割
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する知性」がそのものについて真なる判断をさらに形づくる時なのである。 しかも
我々の知性は一度の認識だけではそのものを完全には認識できない。 我々の知性は
ものについてのある種の混乱した認識を最初は得， しかる後にそのものをだんだん
判明に認識していくのである。 しかも我々の知性はそのものを完全には認識しつく
せなL、。 それ故我々においては認識はこのような仕組みで成立し， 明断にされてい
き， しかも完全には明断にされえないのであるから， 従ってたとえ魂の受動はもの
の類似であり万人において同一であるとしてもそのものについて我々のなす認識に
は様々なそして無限に多くの個人差が生じうるようになると思われるのである。

11
3.

さて我々において認識がこのような仕組みで成立しそして明噺にされていくの

であるとするならば， 認識の程度に個人差が生じてくることの原因として我々はさ
らに認識者における諸条件を考えることができるであろう。
一つは知性認識することにかかわる諸力の素質の良し悪しである。 しかるに知性
認識することにかかわる諸力としては知性自身と知性が自らのはたらきのために必
要としているより下位の諸力， つ ま り 「想像力」や 「思考力J

virtus c ogitativa

(30)

や「記憶力」などを考えることができるであろう。 それ故たとえ同じものを認識す
るとしても知性や想像力や思考力や記憶力などの素質の良し悪しに応じて我々にお
いてはそのものについて我々のなす認識の程度に個人差が生じてくると思われるの
である。
しかしたとえ知性認識することにかかわる諸力の素質がすぐれているとしても我
我はそれだけではそのものをより良く認識できない。 というのはもしそれだけでよ
り良く認識できるとするならば生まれっきよりすぐれた知性を持っている人， より
すぐれた想像力や思考力や記憶力などを持っている人が必ずよりよく認識すること
になってしまうであろうが， しかし事実はそのようではないということは明らかだ
からである。 それ故認識者における条件として我々は認識するというはたらきにお
(31)

ける「訓練J exerc itiumをさらにあげねばならないであろう。 我々 はいかに良い
素質の知性や想像力や思考力や記憶力などを持っているとしてもそれらをそれぞれ
のはたらきにおいてよく訓練し， そうすることによって認識す る た め により良い
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「習態J habitus を形づくっ ておかなければそれらの素質を十分に活かすことはで
きず， 従っ てよりよく認識することもできないのである。

かくしてそれ故魂の受動はものの類似であり万人において同一であるにもかかわ
らずそのものについて我々のなす認識に個人差が生じるのはなぜかという先の我々
の疑問には， 我々において認識が持っ ている構造の側面と認識者における諸条件の
側面からは以上のように答えることができるのではないであろうか。

註

1 ec t. 2， nn. 19.

( 1)

In! Periherm.，

(2)

ibid.，

(3)

c on c ept io in tell巴c tusがなぜ pa ssio と言われうるのかという問題 に関して

1 ec t. 2， nn. 15.

はSum. Theol.，!， q.
(4)

79， a. 2 c ;!-II， q. 22， a. 1 c参照 .

a. 2 c.

De verit.， q. 4，

( 5 ) Sum. Theol.，!， q. 84，

(6)

a. 7 c.

ibid.，!， q. 84，

a. 6 c.

(7)

In de an.，!II，

1 ec t. 6， nn. 667.

(8 )

ibid.，!II，

1 ec t. 6， nn. 6 59 ; Sum. Theol.，!， q. 84， a. 6， ad2.

(9) Sum. Theol.，!， q. 84， a. 6， ad2.
(10)

ibid.，!， q. 84，

a. 6， ad2; q. 84， a. 7 c; q. 85， a. 2， ad 3.

( 1 1)

ibid.，!， q. 84，

a. 7， ad2 ; q. 85， a. ，1 ad 3 .

84， a. 6 c.

(12)

ibid.，!， q.

(13)

ibid.，!， q. 84，

a. 6 c ; q. 85， a. ，1 ad3.

(14)

ibid.，!， q. 14，

a. 12 c ; q. 85， a. ，1 ad3.

(15)

ibid.，!， q. 85，

a. 2， ad 3 ; De verit.， q. 3， a. 2 c.

( 16)

De verit.， q. 4，

a. 2 c.

(17)

Sum. Theol.， I. q.

(18)

De verit.， q.

(19)

ibid.， q.

，1 a. 3 c.

(20)

ibid.， q.

，1 a. 3 c.

17， a. 3 c.

1， a. 1c.

(2 1) Sum. Theol.，!， q. 85，

(22)

ibid.，!， q. 85，

a. 3 c.

(23)

ibid.，!， q. 85，

a. 2 c.

a. 3 c ; q. 85， a. 5 c.
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a. 1c.

(24)

De veriι， q. 1，

(25)

ibid.， q. 2，

a. 6c.

(26)

ibid.， q. 2，

a. 6c.

(27)

ibid.， q.

2， a. 6 ， ad 3.

(28) Sum. Theol.， 1， q. 85，

a.

3c.

(29)

ibid.， 1， q. 85，

a. 5c.

(30)

ibid.， 1， q. 85，

a. 7c.

(31)

ibid.， 1， q. 79，

a. 4， ad3.

